
	  

	  

 ケアチームジャパン 

エンディングノート国際版 

～大切な人たちへの覚え書き～ 
 

ケアチームジャパン◆編集•発行 
 
旅立つ者が残される者へ大切な記録や思いを書き残しておくことができる「エンディング
ノート」。いわゆる「遺言」とは異なり、気軽に書けること、また書くことで自分の人生
を見つめ直す機会にもなることから元気な中高年にも広がりを見せ、出版社やNPOから、
すでに数多くのものが出版されています。しかし国際化が進む現代においては、人生の終
盤を迎えるにあたり、日本語を解さない伴侶、家族にもエンディングノートでメッセージ
を残したいというニーズが増えて来ています。そんなニーズに応えるべく、ケアチームジ
ャパン•エンディングノート国際版を世に送り出すことになりました。日本国内、海外に
住む日本人、およびその国際家族のために日本語•英語の見開き対訳形式を採用、エンデ
ィングノートとしては初のこの試みが多くの方のお役に立てれば幸いです。 
 
◆もくじ◆ 
I  私のこと 

1. 私の経歴 
2. 私の思い出 

II 私の家族へ ～知っておいてほしいこと 
 1. いざというときのために 
 2. 私の財産の記録 
 3. 葬儀・法事についての希望 
付録 （生前の意思について、遺言のことなど） 
 

◆ケアチームジャパンについて◆ 
2002年、スイスに住む日本人の間で「将来、自分たちが高齢化した時に、日本人同士が
お互いに助け合える仕組みがあって欲しい」という願いのもと 、日本人相互援助を目指
して発足。11人で始まった会も現在では会員数150人を超えています。日本語での話し相
手、通院の付き添い、和食の提供など日本人、日本語ならではの支援が必要な人とそれら
のサービスを提供できる人をつなぐことを目指しています。発足当初よりナルク（ニッポ
ン•アクティブライフ•クラブ）と提携し、CTJの相互援助活動にはナルクの時間預託シス
テムを導入。ケアチームジャパン•エンディングノート国際版の作成に際しても、ナルク
エンディングノートを大いに参考にさせていただきました。 
 

出版元 ケアチームジャパン  
価格2300円•25スイスフラン 

 
ご注文は右記ホームページより承ります www.careteamjapan.com 

お問い合わせ：e.note.ctj@gmail.com   
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   Care Team Japan  

Ending Note International Edition 
～Notes to My Family and Friends～  

 
Edited and published by Care Team Japan 

 
An	  “Ending	  Note”	  is	  a	  notebook	  in	  which	  someone	  can	  write	  down	  important	  records	  and	  
messages,	  before	  they	  depart	  this	  life,	  for	  the	  people	  they	  will	  leave	  behind.	  It	  is	  a	  widespread	  
practice	  in	  Japan,	  even	  among	  active	  middle-‐aged	  people,	  because	  it	  is	  easier	  to	  write	  an	  
Ending	  Note	  than	  a	  so-‐called	  “Will”,	  and	  because	  it	  can	  be	  a	  good	  opportunity	  to	  reflect	  on	  
one’s	  own	  life	  in	  writing.	  Many	  Ending	  Notes	  have	  been	  available	  in	  Japan	  from	  publishers	  and	  
non-‐profit	  organizations.	  However,	  in	  the	  internationalized	  world	  of	  today,	  there	  is	  an	  
increasing	  demand	  from	  people	  who	  wish	  to	  leave	  Ending	  Notes	  for	  partners	  and	  families	  
who	  don’t	  understand	  Japanese.	  In	  response	  to	  this	  demand,	  we	  decided	  to	  publish	  the	  Care	  
Team	  Japan	  Ending	  Note	  International	  Edition.	  For	  its	  Japanese	  users,	  and	  their	  non-‐Japanese	  
partners	  and	  families,	  it	  offers	  side-‐by-‐side	  Japanese	  and	  English	  translations	  on	  facing	  pages.	  
It	  is	  our	  hope	  that	  this	  first	  international	  Ending	  Note	  will	  prove	  useful	  to	  many	  people.	  
	  
 
◆Table of Contents◆  
I  About myself 
  1. My personal history 
  2. My recollections/memories 
II To my family ~ things I want you to know ~ 
  1. When occasion demands 
  2. Information to the family regarding the assets left 
  3. My requests for my funeral and memorial service 
Appendix (about living wills, last wills, and so on) 
 

◆About	  Care	  Team	  Japan◆ 
In	  2002,	  Care	  Team	  Japan	  (CTJ)	  was	  established	  by	  the	  Japanese	  community	  in	  Switzerland	  to	  
provide	  a	  system	  of	  mutual	  help	  among	  themselves	  to	  serve	  the	  future	  needs	  of	  individual	  old	  
age.	  CTJ	  started	  with	  eleven	  members,	  and	  has	  now	  grown	  to	  over	  150.	  Its	  aim	  is	  to	  connect	  
anyone	  who	  needs	  help	  with	  someone	  who	  can	  offer	  help,	  such	  as	  a	  Japanese	  companion,	  
assistance	  with	  visits	  to	  the	  doctor,	  serving	  a	  Japanese	  meal,	  and	  so	  on.	  From	  the	  outset,	  CTJ	  
has	  collaborated	  with	  NALC	  (Nippon	  Active	  Life	  Club)	  and	  adopted	  its	  “Time	  Dollar	  System”	  
for	  its	  mutual	  help	  services.	  The	  development	  of	  the	  Care	  Team	  Japan	  Ending	  Note	  
International	  Edition	  grew	  from,	  and	  owes	  much	  to,	  the	  NALC	  Ending	  Note.	  
 

Published by Care Team Japan  
Price: ¥2,300 / CHF 25 

	  
Order online from: www.careteamjapan.com 

Enquiries: e.note.ctj@gmail.com  
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